250CC〜126CCのバイク、軽自動車
いる事業者など 申 4月1日（木）〜20
問 沖縄県軽自動車協会
（877-8274） 日（火）問 福祉政策課（862-9002）
125CC以下のバイク、小型特殊自動
平成22年度上下水道モニター募集
【業務内容】水道施設見学や、
年に3回
車 問税制課（862-9903）
開催される会議への参加、上下水道に
関するアンケートへの回答【任用期間】
平成23年3月31日まで【謝礼】
会議1回
平成22年 国勢調査 調査員募集
3,000円、
アンケート1回1,000円など【募
【業務内容】
説明会への出席、担当
集人員】若干名 対 市在住の20歳以
調査区の確認、
調査票の配布や回
上の方で、
平日の会議などに参加でき
収など【調査期間】
9月中旬〜10月
申
る方
4月1日（木）〜5月14日（金）
下旬（説明会8月下旬頃）【調査報
問 上下水道局総務課
（941-7801）
酬】
39,000円程度【募集人員】
1,500
名 対 調査内容の秘密を厳守でき
る20歳以上の健康な方（税務、警察、
2010波の上ビーチ海開き
選挙関係者を除く）
で電話連絡が可
日 4月4日
（日）10時〜12時 場 波の上
能な方 申 4月12日
（月）〜5月31日
ビーチ 若狭側 内 ビーチ宝さがし、
う
（月）
9時〜17時（土日祝日を除く）
なぎつかみ、
ビーチフラッグスなど
※認印、
預金通帳をご持参ください。
問 那覇市観光協会
（862-1442）
場 新都心銘苅庁舎2階IT会議室
（4
月22日〜4階企画調整課統計Ｇ）
なは女性センター
問 企画調整課統計グループ（


  

951-3223）※新都心銘苅庁舎4階
利用時間 月〜金（９時〜２１時）、
土曜日（９時〜１７時）／日曜、祝日休館
国保長寿医療課非常勤職員

  



（収納推進員）
募集
【業務内容】訪問による保険税の収納
及び納付督励業務【任用期間】平成
22年6月1日〜平成23年5月31日（業務
実績により更新可、
最長5年間）
【勤務
時 間】8時 〜20時 のうちの6時 間（土・
日・祝祭日休み、社会保険制度有り）
【給与】
月額約13万〜18万
（歩合制あ
り）
【募集人員】若干名 対 市在住で
60歳未満の方、外勤及び夜勤可能な
方 申 4月12日（月）
〜23日（金）
までに
国保長寿医療課に履歴書
（市販可、写
真要）
を提出
問 国保長寿医療課
（862-4262）

国保長寿医療課非常勤職員
（電話督励員）
募集

【業務内容】
電話による保険税の納付
督励業務【任用期間】平成22年6月1
日〜平成23年5月31日
（業務実績によ
り更新可、最長4年間）【勤務時間】17
時半〜21時半（水・土・日・祝祭日休み、
社会保険制度無し）
【給与】時給1,260
円【募集人員】1名 対 市在住で60歳
未満の方、夜勤可能な方 申 4月12日
（月）
〜23日（金）
までに国保長寿医療
課に履歴書
（市販可、
写真要）
を提出
問 国保長寿医療課
（862-4262）

福祉のまちづくり推進員募集

【業務内容】バリアフリー啓発につなが
る情報提供や講座などの参加【任用
期間】
平成23年3月31日まで【報償費】
年間1万円【募集人員】13名 対 市在
住者、在勤者で福祉のまちづくりに関
心のある方やバリアフリーに取り組んで



センター利用者連絡会議のお知らせ
利用者のみなさまへのサービス向上と
施設利用の適正化を図るため、利用者
連絡会議を開催いたします。
日 4月21日
（水）14時〜16時 場 なは女
性センター第2学習室 内 現在サーク
ル活動で利用している方、
これからサー
クル活動で利用を予定している方






月〜土：９時〜１７時まで（１２時〜１３時を除く）

那覇市民ギャラリー
（パレットくもじ６階） 


開館時間：１０時〜１９時／月曜休館

■3月30日（火）〜4月4日（日）▼ 那 覇
市文化協会第１８回あけもどろ総合文
化祭 生活文化・古美術骨董合同展／
和装・洋装・礼法・からじ結い・飾り物・
組ひも・古美術・骨董
（古美術・骨董の
み即売会／全室）
■4月6日（火）〜11日（日）▼第6回龍
賓曹源書道展／書／全室
■4月13日（火）〜18日（日）▼新垣フ
ミ子写真展 闘牛と沖縄あまくま／写
真／第1展示室▼上地キミ子写真展
アフリカ・ニジェール
「大 地に生きる
人々」／写真／第2展示室▼第3回ふ
れーむ水彩画展／絵画／第3展示室
■4月20日（火）〜25日（日）▼仲本道
子書作品展／書／第1展示室▼
（正筆
会書作品展）第6回上原松泉社中展
／書／第2・3展示室



■4月27日（火）〜5月2日（日）▼比嘉
清眞写真展／写真／第1展示室▼第
7回ペンドル会絵画展／絵画／第2展
示室▼〜花の心、
風の香〜版画展／
版画／第3展示室

壺屋焼物博物館


  


開館時間１０時〜１８時
（入館は１７時半まで）／月曜休館

音楽大学受験セミナー附属音楽教室
発表会
日 4月25日
（日）10時、13時、16時
費 無料

  
はり・きゅう・あん 摩・マッサージ
指圧施術利用券の交付について

国民健康保険加入者が、
はり・きゅう・
あん摩・マッサージを受ける際の施術
壺屋でシーサーの日！
！
料の一部を補助します。
オープニング式典
【交付開始日】
5月6日（木）〜（但し、予
算の範囲内での交付）
【交付枚数】1回
（土）9時半〜 場 壺屋焼物
日 4月3日
博物館ニシヌメー広場 内 太鼓披露、 800円補助でお一人6枚まで【申請に
必要なもの】
那覇市国民健康保険被
ボランティアガイドによるシーサー＆窯
保険者証、世帯主の印鑑（認印）、医療
元案内（10時半、14時スタート）、
壺屋焼
機関の診察券
（外科・整形外科など）
の割引販売
（当日のみ）
※申請時に詳しい症状の聞き取りを行
壺屋のシーサー陶工展
う場合があります。後期高齢者医療制
（土）〜18日（日）10時〜18時
日 4月3日
度対象者は対象外となりますので、
ご
場 壺屋やちむん通り 内 伝統的な壺
了承ください。
屋焼シーサー作家の作品展示会
壺屋まーい
申・問 国保長寿医療課
（862-4262）
母子家庭自立支援給付金事業について
（日）1回目：11時〜 2回目：
日 4月4日
市では、母子家庭の母の雇用の安定
14時〜 【集合場所】壺屋焼物博物館
及び就職の促進のため、
就職に必要
内 焼物の里壺屋の史跡を訪ねます
な資格を取得するために指定された講
申 当日会場で受付
座を受講し資格を取得した場合には、
ぶんかテンブス館
自立支援教育訓練給付金を給付しま
（てんぶす那覇４階）
す。
また養成機関において2年以上の


  

カリキュラムを修業し、
看護師などの対
開館時間 ９時〜２２時
象資格の取得が見込まれる場合には
高等技能訓練促進給付金を予算の範
テンブスホール
4月
囲内で給付します。
詳しくは子育て応
援課まで。
百花繚乱〜琉舞の世界〜
（木）、8日（木）、15日（木）17
問 子育て応援課
日 4月1日
（861-6951）
那覇市療育センター学齢児通園募集
時、19時 費 大人1,260円、中高生1,050
【通園期間・日時】
平成22年4月から平
円、小人630円
成23年3月までの毎週水曜日または木
琉球芸能公演〜百花繚乱特別公演〜
曜日の13時から16時半 ※週1日【利
組踊寄席 演目：花売の縁
用料金】
1回あたり693円（予定） 対 市
（木）17時、19時 費 大人
日 4月22日
在住の幼稚園、
小学校および養護学
1,260円、中高生1,050円、小人630円
校等の小学部に就学している障がい
那覇高等学校ダンス部発表会
をもつ児童で、障害者自立支援法に規
（金）14時 費 未定
日 4月2日
定された児童デイサービスの適用をう
K'sLessonStudioピアノコンサートVol.10
ける児 童 定 20名（1日10人）申 4月7
（土）14時 費 無料
日 4月3日
日（水）
までに療育センターへ直接申し
GROOVE LINE
（858-5206）
（日）16時 費 前売2,000円、 込む 問 市療育センター
日 4月4日
当日3,000円
お詫びと訂正
演芸集団FEC定期公演「お笑い劇場」
平成22年3月1日付け発行の「こ
vol.176
くほNEWS」に掲載された記事で、
（土）19時 費 前売1,000円、
日 4月10日
以下の誤りがありました。
当日1,500円
訂正し、お詫び申し上げます。
琉球かきだみし
4面右上「高額医療・高額介護合算
制度」欄の本文7行目
日 4月18日
（日）16時 費 前売：座席4,000
誤：国保に移られた方以外の国保
円/立 見3,000円、当 日：座 席4,500円/
加入者については
立見3,500円
正：国保に移られた国保加入者に
オリジンお笑いライブ喜笑転決vol.169
ついては
日 4月24日
（土）19時 費 1,500円





     


